
NDIS 意見受付 
 

 

 NDIS2430 原案作成委員会 

 

 

 

 このＮＤＩＳは「日本非破壊検査協会規格（ＮＤＩＳ）制定等に関する規則」に基づき関係者に 

 

ＮＤＩＳの制定前の意見提出期間を設けるために掲載するものです。 

 

 意見は規格原案決定の際の参考として取り扱いさせていただきます。 

 

 掲載されているＮＤＩＳについての意見提出は下記メールアドレスまでお願いいたします。 

 

意見受付締切日：2017 年 10 月 13 日（金） 

 

意見提出先：Email:bsn@jsndi.or.jp 

 

 

 



 

X XXXX：0000  

（1） 

目 次 

ページ 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 準拠法令························································································································· 1 

3 引用規格························································································································· 1 

4 用語の定義······················································································································ 1 

5 検査技術者······················································································································ 1 

6 容器再検査及び附属品再検査の期間 ····················································································· 2 

7 容器 ······························································································································ 2 

8 ガスの種類······················································································································ 2 

9 容器再検査及び附属品再検査の手順 ····················································································· 2 

10 書類検査 ······················································································································· 4 

10.1 一般 ··························································································································· 4 

10.2 書類検査の判定 ············································································································ 4 

11 外観検査 ······················································································································· 4 

11.1 外観検査の検査範囲 ······································································································ 4 

11.2 外観検査の方法 ············································································································ 4 

11.3 外観検査の判定 ············································································································ 4 

12 超音波探傷検査 ·············································································································· 6 

12.1 自動超音波探傷装置 ······································································································ 6 

12.2 手動超音波探傷装置 ······································································································ 7 

12.3 対比試験片 ·················································································································· 7 

12.4 探傷の準備 ·················································································································· 7 

12.5 容器の塗膜厚さの確認又は塗膜による超音波の透過の確認及び処置 ······································· 7 

12.6 自動超音波探傷検査 ······································································································ 7 

12.7 手動超音波探傷検査 ····································································································· 11 

12.8 超音波探傷検査の判定 ·································································································· 13 

13 附属品の再検査 ············································································································· 13 

13.1 附属品の確認対象及び手順 ···························································································· 13 

13.2 附属品再検査の判定 ····································································································· 14 

14 容器及び附属品の刻印 ···································································································· 14 

15 容器及び附属品のくず化 ································································································· 14 

16 記録及び報告 ················································································································ 14 

附属書 A 容器の個別管理項目 ······························································································ 15 

附属書 B 対比試験片 ·········································································································· 16 

解 説 ······························································································································· 19 

 



 

X XXXX：0000  

（2） 

まえがき 

この規格は，日本非破壊検査協会規格（NDIS）制定などに関する規則に基づき，標準化委員会の審議を

経て，（一社）日本非破壊検査協会が制定した規格である。この規格は，著作権法で保護対象となっている

著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。（一社）日本非破壊検査協会は，このような特許権，出願公

開後の特許出願，実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について，責任はもたな

い。 

この規格を適用する責任は，この規格の使用者に帰する。また，規格を適用した場合に生じるかもしれ

ない安全上又は衛生上の諸問題に関しては，この規格の適用範囲外である。この規格の適用に際して，安

全上又は衛生上の規定が必要な場合は，この規格の使用者の責任で，安全又は衛生に関する，規格又は指

針などを併用しなければならない。 

 



 

 

 

日本非破壊検査協会規格 

NDIS XXXX:20YY 

 

半導体製造用高圧ガス容器の超音波探傷検査による再検査方法 
Reinspection method based on ultrasonic inspection of high pressure gas containers 

used for manufacturing of semiconductors 

 

1 適用範囲 

この規格は，半導体製造に用いられる高圧ガスを充塡するための一般継目なし容器（以下，容器という。）

の再検査及びその容器に装置されている附属品再検査のうち，容器の外観検査及び耐圧試験に代えて，か

つ附属品を容器に装置したままで超音波探傷検査を行う方法について規定する。 

 

2 準拠法令 

この規格は，次の法令（告示及び通達を含む。）に準拠したものである。 

高圧ガス保安法 

容器保安規則 

一般高圧ガス保安規則 

コンビナート等保安規則 

容器保安規則に基づき表示等の細目，容器再検査の方法等を定める告示（容器則細目告示） 

高圧ガス保安法及び関係政省令の運用及び解釈について（内規） 

 

3 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，その 新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS G 3429 高圧ガス容器用継目無鋼管 

JIS G 4106 機械構造用マンガン鋼鋼材及びマンガンクロム鋼鋼材 

JIS Z 2300 非破壊試験用語 

JIS Z 2305 非破壊試験技術者の資格及び認証 

JIS Z 2352 超音波探傷装置の性能測定方法 

 

4 用語の定義 

この規格で用いる主な用語の定義は，高圧ガス保安法，容器保安規則及び JIS Z 2300 による。 

 

5 検査技術者 

容器及び附属品の再検査を行う者は，容器及び附属品の取扱いに関する知識及び再検査に関する知識を

もつ者とする。 

超音波探傷検査においては，容器の手動による超音波探傷では探傷経験のある者とし，容器の自動超音

波探傷装置を用いた探傷では探傷訓練又は探傷経験のある者とする。超音波探傷試験の資格は次による。 

a) 探傷を行う者は，JIS Z 2305 で規定する UT レベル 1 以上の者とする。 

b) 自動超音波探傷装置の調整及び感度などの設定を行う者は，JIS Z 2305 で規定する UT レベル 2 以上
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の者とする。 

c) 探傷結果の判定を行う者は，JIS Z 2305 で規定する UT レベル 2 以上の者とする。 

 

6 容器再検査及び附属品再検査の期間 

容器再検査及び附属品再検査の期間は，容器保安規則に従う。 

 

7 容器 

この規格を適用して再検査を行う容器は，半導体製造に用いられる高圧ガスが充塡されるもので，表 1

に示す材料の規格及び内容積とする。自動超音波探傷装置で探傷する容器は，外径及び長さが自動超音波

探傷装置による探傷が可能なものとする。 

この規格を適用して再検査を行う容器は，次の a)～c)を要件とする。 

a) 容器仕様：内面処理されたもので，内面の粗さは 25 μmRz 以下とする。外面は塗装されているものと

する。 

b) 充塡履歴：管理がされているものとする。 

c) 使用温度：一般高圧ガス保安規則又はコンビナート等保安規則に従う。 

 

表 1－対象となる容器 

材料の規格 内容積 

JIS G 3429 高圧ガス容器用継目無鋼管 
2 L 以上 

JIS G 4106 機械構造用マンガン鋼鋼材及びマンガンクロム鋼鋼材 

なお，対象容器に用いられる材料については，容器則例示基準別添 1 第 3 条第 2 項に定める

同等材料を適用できるものとする。 

 

8 ガスの種類 

容器に充塡されるガスの種類は次の a)及び b)を要件とする。 

a) 充塡するガスの条件： 高充塡圧力は 20 MPa 以下であり，露点（水分）は−60 ℃以下に管理されて

いるものとする。 

b) 容器に充塡されるガスの種類： CF4，CHF3，CH2F2，CH3F，C4F8，SF6，NF3，He，CO2，CO，COS，

HBr，HCl，NH3，Cl2，NO，N2O，SiH4，Si2H6，BF3，PH3，CH4，C2H4，Ar/Xe/Ne，Kr/Ne，Si2H6/N2，

BCl3/He，C2H4/He，CH4/Ar，F2/Ar/Ne，F2/Ar/Xe/Ne，F2/N2，PH3/He とする。 

 

9 容器再検査及び附属品再検査の手順 

この規格による容器及び附属品の再検査は，書類検査，容器の外観検査，超音波探傷検査及び附属品の

再検査で構成される。容器再検査は，附属品を装置したままで外観検査及び超音波探傷検査を行う。容器

再検査と附属品再検査は，作業の安全性等に十分配慮して，適切な順序で実施する。 

容器再検査を受けたことがない場合又は 近時の容器再検査時に容器から附属品を取り外して容器再検

査及び附属品再検査を行なった場合は，附属品を容器に装置したままで容器再検査を行う。 近時の容器

再検査時に附属品を装置したまま容器再検査及び附属品再検査を行った場合は，附属品の取り換えを行な

った後に容器再検査を行う。 
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劣化モード
あり

なし

附属品合格

附属品不合格

容器合格

異常あり

塗膜を塗布

超音波探傷検査

附属品を容器に装置したまま
　　附属品再検査

しきい値以上
　の指示

なし

容器のバルブ取付け部
ねじの外観検査

有害な傷又は異常

なし

あり

附属品取り外し

容器不合格

附属品取付け

あり

容器保安規則，
一般継目なし容器の容器再検査

附属品を容器に装置したまま
　　　容器再検査  

容器不合格

容器不合格

外部検査
不合格

合格

前回，附属品を装置した
まま，附属品再検査

初回又は前回附属品を
取り換えし再検査

塗膜を剥がす

 

図 1－容器再検査及び附属品再検査の流れ 

 

容器及び附属品の再検査の手順は図 1 による。附属品を容器に装置したままで附属品の検査を行い劣化

モードが認められた場合は，その附属品は不合格とする。 

附属品を取り外した場合は，バルブ取付け部ねじの外観検査を行い，有害な傷及び異常がないことを確

認する。有害な傷又は異常が認められた場合は，容器を不合格とする。容器から附属品を取り外す場合及

び取付ける場合は，容器内が汚れない処置を講じる。 
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容器の外観検査は，塗膜を剥がして行う。その後，塗装し，超音波探傷検査を行なう。 

 

10 書類検査 

10.1 一般 

容器及び附属品の書類検査は，箇条 7 の a)及び b)並びに箇条 8 の a)及び b)について書類，電子データ又

は刻印（以下，書類等という。）によって確認する。書類等の確認方法は次による。書類等の管理項目とし

ては，附属書 A の「容器の個別管理項目」を用いることができる。 

a) 容器の書類検査は，次の 1)～5)を確認する。 

1) 容器が 25 μmRz 以上の内面処理が実施されていることを示す書類が添付されている。 

2) 容器に充塡するガスの記録手順及び記録責任者が明確に定められている。 

3) 箇条 8 の b)に掲げるガスに対し，露点（水分）が−60 ℃を超えたガスを当該容器に充塡したことが

ない。 

4) 容器が半導体製造用として使用されている。 

5) 書類等は容器ごとに作成されている。 

b) 附属品の書類検査は，次の 1)～3)を確認する。 

1) 附属品が装置されている容器に充塡するガスの記録手順及び記録責任者が明確に定められている。 

2) 箇条 8 の b)に掲げるガスに対し，露点（水分）が−60 ℃を超えたガスを当該容器に充塡したことが

ない。 

3) 書類等は附属品ごとに作成されている。 

10.2 書類検査の判定 

書類検査は，10.1 の a)の 1)～5)及び b)の 1)～3)に規定するところに従い，これに合格すること。 

 

11 外観検査 

11.1 外観検査の検査範囲 

容器は，ネックリングなどを含む外面全体を検査しなければならない。 

11.2 外観検査の方法 

外観検査の方法は次による。 

a) 塗膜を剥がし外部検査を行った後，所定の塗装を行う。 

b) 前回の容器再検査において附属品を取り外さなかった場合は，附属品を取り外して，バルブ取付け部

ねじの外観検査を行う。 

11.3 外観検査の判定 

a) 容器の塗膜を剥がした外部検査において，次に示す 1)～5)のいずれにも合格すること。 

1) 容器は，次の 1.1)～1.3)に定めるところにより，外部検査を行い，そのいずれにも合格すること。こ

の場合において，除去できない異物があるときは不合格とする。 

1.1) 外部検査における切り傷，彫り傷，凹痕，膨らみ等（以下，外部切り傷等という。）については，

その程度について表 2 の左欄に掲げる外部切り傷等の区分に分類することとし，当該容器が同表

の右欄のいずれかに該当する場合，対応する左欄の区分をもって当該容器の外部切り傷等の区分

とする。 

1.2) 外部検査における腐食（以下，外部腐食という。）については，その程度についてそれぞれ表 3

の左欄に掲げる腐食の区分により分類することとし，当該容器が同表の右欄各号のいずれかに該
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当する場合，対応する左欄の区分をもって当該容器の外部腐食の区分とする。 

1.3) 1.1)及び 1.2)の外部切り傷等，外部腐食は，表 4 に掲げられた A，B，C 及び D の区分数の組み合

せに応じ，それぞれ同表の右欄において合格に該当するものを合格とする。 

2) 電弧傷，溶接炎，火災等により発生した傷を受けたことがない。 

3) ネックリングにおいては，ネックリングに異常がない。 

4) ネックリングのねじ部に不良がなく，亀裂又は緩みの生じていない。 

5) ネックリングを取り替えたことにより容器本体に有害な影響が生じていない。 

b) 附属品を取り外してバルブ取付け部ねじの外観検査を行なった場合は，バルブ取付け部ねじに異常が

ないこと。 

 

表 2－外部切り傷等の区分 

外部切り傷等の区分 外部切り傷等の内容 

A 

一 切り傷等のないもの 
二 胴部又は底部に傷の深さが容器製造時の容器の肉厚（以下，容器製造

時肉厚という。）の 8 分の 1 以下の切り傷が 4 個以下のもの 

B 

一 傷の深さが容器製造時肉厚の 8 分の 1 を超え 5 分の 1 以下の切り傷が 4
個以下のもの 

二 凹痕の深さが 5 mm 以下のもの 

C 

一 傷の深さが容器製造時肉厚の 8 分の 1 を超え 5 分の 1 以下の切り傷が 5
個又は 6 個のもの 

二 凹痕の深さが 5 mm を超え 6 mm 以下のもの 

D 

一 傷の深さが容器製造時肉厚の 5 分の 1 を超える切り傷があるもの 
二 傷の深さが容器製造時肉厚の 8 分の 1 を超え 5 分の 1 以下の切り傷が 7

個以上のもの 
三 凹痕の深さが 6 mm を超えるもの 
四 目視により部分的又は全般的な膨らみの認められるもの 

 

表 3－外部腐食の区分 

外部腐食の区分 腐食の内容 

A 一 腐食のないもの 

B 

一 局部腐食（深さが 0.5 mm 以下のものに限る。）が点在するもの 
二 線状腐食（長さが 75 mm 未満で深さが容器製造時肉厚の 4 分の 1 未満

のものに限る。）があるもの 

C 

一 局部腐食（深さが 0.5 mm を超え 1 mm 以下のものに限る。）が点在する

もの 
二 線状腐食（長さが 75 mm 以上で深さが容器製造時肉厚の 4 分の 1 未満

のものに限る。）があるもの 

D 
一 局部腐食（深さが 1 mm を超えるものに限る。）が点在するもの 
二 線状腐食（深さが容器製造時肉厚の 4 分の 1 以上のものに限る。） 
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表 4－外部切り傷等及び外部腐食等の判定 

外部腐食等の程度（単位 個） 
判定 

A B C D 

2 0 0 0 

合格 
1 1 0 0 

1 0 1 0 

0 2 0 0 

上記の各欄に掲げる場合以外の場合 不合格 

 

12 超音波探傷検査 

12.1 自動超音波探傷装置 

自動探傷装置は，容器に附属品を装置したままで超音波探傷検査が行えるものとする。 

12.1.1 超音波探傷器に必要な機能 

超音波探傷器に必要な機能は，次による。 

a) 超音波探傷器は少なくとも 1～5 MHz の周波数範囲で使用できるものとする。 

b) 使用する探触子との組合せで十分な感度余裕をもつものとする。 

c) 容器を回転し水浸法又は局部水浸法にて探傷する機能をもつものとする。 

d) 対比試験片内にある人工きずを検出し表示することができ，探傷結果の表示から判定に必要なエコー

高さ及び面積を得られるものとする。 

12.1.2 超音波探傷器に必要な性能 

探傷器に必要な性能は，各チャンネル（パルサー・レシーバー）ごとに次による。 

a) 増幅直線性は，JIS Z 2352 の 6.2.2 の増幅直線性（測定方法 A）で測定し，±3 ％以内とする。 

b) 時間軸直線性は，JIS Z 2352 の 6.1.1 の時間軸直線性で測定し，±1 ％の範囲内とする。 

12.1.3 超音波探傷器の性能の点検 

探傷器の性能は各チャンネル（パルサー・レシーバー）ごとに J IS Z 2352 の箇条 7（定期点検）によっ

て，装置の購入時及び点検を行った日の翌月 1 日から起算して 12 か月以内ごとに点検し，12.1.2 に規定す

る性能が維持されていることを確認する。 

12.1.4 自動探傷に用いる探触子 

自動探傷に用いる探触子は次による。 

a) 垂直探触子及び斜角探触子に用いる周波数は，2～5 MHz（公称）の範囲内とする。 

b) 振動子の寸法は直径 6～25 mm（公称）を標準とし，被検材の容器の外径，肉厚を考慮して選定する。 

なお，必要に応じて集束振動子を用いてもよい。 

c) 斜角探傷の屈折角は 35～70°の範囲とする。 

12.1.5 自動探傷に用いる媒質 

水浸法で用いる音響結合媒質である水には，探傷及び被検材の容器に悪影響を与えない範囲で少量の界

面活性剤及び防食材を添加してもよい。 
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12.2 手動超音波探傷装置 

12.2.1 超音波探傷器に必要な機能 

超音波探傷器に必要な機能は，次による。 

a) 超音波探傷器は，少なくとも 1～5 MHz の周波数範囲で使用できるものとする。 

b) 使用する探触子との組合せで十分な感度余裕をもつものとする。 

12.2.2 超音波探傷器に必要な性能 

探傷器に必要な性能は，次による。 

a) 増幅直線性は，JIS Z 2352 の 6.2.2 の増幅直線性（測定方法 A）で測定し，±3 ％以内とする。 

b) 時間軸直線性は，JIS Z 2352 の 6.1.1 の時間軸直線性で測定し，±1 ％の範囲内とする。 

12.2.3 超音波探傷器の性能の点検 

探傷器の性能は JIS Z 2352 の箇条 7（定期点検）によって，装置の購入時及び点検を行った日の翌月 1

日から起算して 12 か月以内ごとに点検し，12.2.2 に規定する性能が維持されていることを確認する。 

12.2.4 手動探傷に用いる探触子 

手動探傷に用いる探触子は次による。 

a) 斜角探触子は周波数 5 MHz（公称），振動子サイズ 5～20 mm 角（公称），屈折角 45～70°を用いる。 

b) 垂直探触子は周波数 5～10 MHz（公称），振動子サイズ 5～20 mm（公称）角又は丸型，遅延材付き垂

直探触子又は二振動子垂直探触子を用いる。 

12.2.5 手動探傷に用いる接触媒質 

直接接触法では濃度 75 ％以上のグリセリン水溶液，グリセリンペースト（グリセリンに少量の界面活

性剤及び増粘剤を添加した接触媒質），水など被検材の容器に対して有害でないものを使用する。 

12.3 対比試験片 

対比試験片は容器の材質，外径及び肉厚に応じて製作し，製作条件及び人工きず形状は附属書Bによる。 

12.4 探傷の準備 

12.4.1 探傷面 

探傷は容器外面の塗膜面から行う。 

12.4.2 探傷面の手入れ 

探触子を走査する探傷面（容器外面）において，汚れ，塗膜の浮き上がりなど，探傷の妨げになるもの

が認められた場合は，塗膜を塗り直すなどの処置を講じる。 

12.5 容器の塗膜厚さの確認又は塗膜による超音波の透過の確認及び処置 

容器の塗膜による超音波探傷への影響のため，塗膜厚さの確認又は超音波による塗膜での透過の確認に

ついて，次のいずれかを行う。 

a) 検査する容器の塗膜厚さを測定する場合は，塗膜厚さが 80 μm 以上は塗膜を剥がし，再塗装を行い塗

膜の厚さが 80 μm 未満とした後に超音波探傷検査を実施する。 

b) 塗膜厚さを測定しない場合は，対比試験片と被検査容器により超音波による塗膜での透過の確認を行

う。使用する探触子は探傷に用いる探触子と同じ周波数で同等な屈折角の 2 個の斜角探触子を用い，

数スキップの V 透過法の配置で 大透過エコーの比較を行う。このとき，容器での透過エコーが対比

試験片の透過エコーより低い場合は，低下した値をしきい値に対し対比試験片の人工きずからのエコ

ーを高く設定する。 

12.6 自動超音波探傷検査 

探傷では自動超音波探傷装置を用い，腐食減肉を検出する垂直探傷，管軸方向の亀裂及び線状腐食を検
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出する周方向斜角探傷，周方向の亀裂，線状腐食及び局部腐食を検出する軸方向斜角探傷を行う。探傷範

囲は図 2 に示した胴部の平行部とする。 

 

 

図 2－容器の超音波探傷範囲 

 

12.6.1 斜角探傷の屈折角の調整 

斜角探傷の屈折角は，35～70°の範囲で，附属書 B に示す対比試験片のスリットを検出しやすい条件で

設定する。 

12.6.2 斜角探傷の時間軸の調整 

斜角探傷の時間軸は，2 スキップ以上，8 スキップ以内にする。 

12.6.3 斜角探傷の感度の調整 

斜角探傷では，図 B.1，図 B.2 及び図 B.3 に示す人工きずを用いて調整する。 

斜角探傷の周方向探傷では，内面のスリットを 0.5 スキップで検出し，80 %にする。これを基準とし，

しきい値の調整に合わせて感度を適切に設定する。板厚が薄く 0.5 スキップを 初のエコーとできない場

合は，1.5 スキップを 80 %とする。 

斜角探傷の軸方向探傷では，内面のスリット及び深さ 1 mm 平底穴の裏面とのコーナーエコーを 0.5 ス

キップで検出し，どちらか低い方のエコーを 80 %とする。これを基準とし，しきい値の調整に合わせ感度

を適切に設定する。板厚が薄く 0.5 スキップを 初のエコーとできない場合は，1.5 スキップを 80 %とす

る。 

12.6.4 斜角探傷しきい値の調整 

周方向の斜角探傷における第 1 のしきい値は，図 B.1 に示す内外面スリットを用い，図 3 に示すように

0.5 スキップ及び 1 スキップのエコーが検出できるレベルにしきい値を設定するか，しきい値を 80 %にし

0.5 スキップ及び 1 スキップのスリットエコーが検出できるように，感度を調整する。第 2 のしきい値は，

図 3 に示すように，内外面スリットで 1.5 スキップ及び 2 スキップのスリットエコーが検出できるレベル

にしきい値を設定する。このとき，しきい値設定範囲のスリットエコー高さは，同程度の高さに調整する

EDAC（電子的距離振幅補償）を用いてもよい。また，容器の肉厚が薄く S エコーと 0.5 スキップエコー

が重なりあう場合は，1 スキップと 1.5 スキップ間及び 2 スキップと 2.5 スキップ間にしきい値を設ける。 

軸方向の斜角探傷における第 1 のしきい値は，図 4 に示すように，図 B.2 に示す内外面スリットを用い

た 0.5 スキップのエコー，1 スキップのエコー及び図 B.3 に示す平底穴を用いた 0.5 スキップの平底穴コー

ナーエコーの中で， も低いエコーが検出できるレベルにしきい値を設定する。第 2 のしきい値は図 4 に

示すように，内外面スリットで 1.5 スキップ及び 2 スキップのスリットエコー及び 1.5 スキップ平底穴コー

ナーエコーの も低いエコーが検出できるレベルにしきい値を設定する。このとき，しきい値設定範囲の

スリットエコー高さは，同程度の高さに調整する EDAC（電子的距離振幅補償）を用いてもよい。また，

 探傷範囲 
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容器の肉厚が薄く S エコーと 0.5 スキップエコーが重なりあう場合は，1 スキップと 1.5 スキップ間及び 2

スキップと 2.5 スキップ間にしきい値を設ける。 

 

S

0.5スキップ

1.0

1.5
2.0

S

0.5

1.0

1.5

2.0 スキップ

第1のしきい値

第2のしきい値

スリット

第1のしきい値の監視範囲

第2のしきい値の監視範囲

 

図 3－周方向斜角探傷のしきい値の設定 

 

S

0.5スキップ

1.0

1.5
2.0

S

0.5

1.0

1.5

2.0 スキップ

第1のしきい値

第2のしきい値

平底穴 スリット

第1のしきい値の監視範囲

第2のしきい値の監視範囲

 

図 4－軸方向斜角探傷のしきい値の設定 

 

12.6.5 垂直探傷の調整 

垂直探傷では，図 B.4 に示す人工きずを用いて調整する。 
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12.6.6 垂直探傷の時間軸の調整 

垂直探傷の時間軸は，S エコーから肉厚測定に用いる底面エコーまでの範囲以上とする。 

12.6.7 垂直探傷の感度の調整 

垂直探傷では，底面エコーを 80 %にする。これを基準とし，しきい値の調整に合わせ感度を適切に設定

する。 

12.6.8 垂直探傷のしきい値の調整 

垂直探傷では，肉厚がもれなく測定されるよう感度又はしきい値を設定する。このとき，図 5 に示すよ

うに第 1 回目の底面エコーと第 2 回目の底面エコー間の距離又は第 N 回目の底面エコーと第 M 回目の底

面エコー間の距離を測定し，反射回数で除してもよい。肉厚の測定精度は±0.1 mm 以内とする。 

 

S

S

B1-B2肉厚測定のしきい値

S

B1

B2
B3

B4

B2-B5 肉厚測定のしきい値
B1

B2

B3

B4 B5

 

 

図 5－垂直探傷のしきい値の設定 

 

12.6.9 自動探傷の感度確認 

作業開始前とその後 4 時間毎及び作業終了時に自動探傷装置に対比試験片をセットし，自動探傷を行な

った時のそれぞれの人工きずが表示されているかを確認する。このとき，それぞれの人工きずのうちで表

示されないものがあった場合，人工きずからのエコーが 2 dB を超えて低下した場合及び図 B.4 の対比試験

片人工きずの表示寸法が 10 %を超えて小さく表示された場合は，再調整を行い，前回調整した後に探傷し

た容器を再探傷する。また，探傷途中での停電発生，高周波ケーブルの不具合による修理，探触子の交換

を行った場合は，対比試験片による確認及び再調整を行い，前回調整した後に探傷した容器を再探傷する。 

探傷装置の保全としては，装置に機械的なガタツキがないかを確認するとともに，探傷に用いる水の温

度が感度設定時と差がないか，容器の温度と対比試験片の温度に大きな差がないかの確認をその都度行う。 

12.6.10 自動探傷における検出すべき事項 

自動探傷では，次の 5 通りの探傷を行い，きず有無の確認を行う。 

a) 垂直探傷で，図 B.4 対比試験片による減肉の有無を確認する肉厚測定を行う。 

b) 周方向時計回り斜角探傷で，図 B.1 対比試験片による亀裂及び線状腐食の有無を確認する。 

c) 周方向反時計回り斜角探傷で，図 B.1 対比試験片による亀裂及び線状腐食の有無を確認する。 

d) 軸方向鏡部向きの斜角探傷で，図 B.2 対比試験片による亀裂及び線状腐食の有無の確認，並びに図 B.3

対比試験片による局部腐食の有無の確認を行う。 
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e) 軸方向底部向きの斜角探傷で，図 B.2 対比試験片による亀裂及び線状腐食の有無の確認，並びに図 B.3

対比試験片による局部腐食の有無の確認を行う。 

これらの探傷は，個別に行う方法又は全ての探傷を同時に行う方法のいずれを用いてもよい。探傷にお

いて，周方向斜角探傷及び軸方向斜角探傷における 1 方向からの探傷結果でしきい値を超えるエコーが検

出されなかった場合は，反対方向の探傷を省略してもよい。 

自動探傷の結果は， 小設計肉厚以下の減肉の位置と範囲及びしきい値を超えたエコーの位置と範囲を

明確に画面上に表示するとともに，必要に応じリストで表示する。 

12.6.11 自動探傷の回転，送り量及び探傷器のパルス繰返し周波数の設定条件 

自動探傷における容器の回転速度，送り量及び探傷器のパルス繰返し周波数の設定条件は，対比試験片

を螺旋状の探傷走査又はステップ状の探傷走査において，容器に入射した超音波ビームの−6 dB 拡がり範

囲が周方向，軸方向ともオーバーラップするように設定する。この条件を，対比試験片の人工きずの検出

画像において，きず信号の抜けがないことで確認する。対比試験片の検出確認に使用した探傷速度などの

設定は，容器の探傷中において変更してはならない。 

12.6.12 自動探傷の表示 

自動探傷の結果は，C スコープで軸方向と周方向の 2 次元に表示する。斜角探傷ではしきい値を超える

信号の有無，垂直探傷では肉厚測定で腐食及び減肉の有無を検出するため，次のことを確認する。 

a) 探傷感度調整時に探傷波形の表示としきい値の表示ができる。 

b) 探傷結果において，しきい値を超えた信号を各探傷方法ごとに識別又は表示できる。 

c) 探傷結果において，しきい値を超えた信号の周方向位置，長手方向位置がわかる。 

d) しきい値を超えた信号の波形を表示できる。 

e) 肉厚が 小設計肉厚より薄い範囲を表示できること，また，肉厚測定の波形を表示できる。 

f) 肉厚の表示画面で長手方向及び軸方向寸法を表示又は読み取りができる。 

12.6.13 自動探傷結果の確認 

自動探傷が終わった後，探傷結果の表示からきずの有無，減肉の有無を確認し合否結果を行う。容器に

は合否判定結果が判る識別を行う。自動探傷の結果に疑義が生じた場合，自動探傷の再検査又は手動探傷

での確認を行う。 

12.7 手動超音波探傷検査 

手動超音波探傷検査は，容器に附属品を装置したままで行えることとする。 

探傷では，腐食減肉を検出する垂直探傷，管軸方向の亀裂及び線状腐食を検出する周方向斜角探傷，周

方向の亀裂，線状腐食及び局部腐食を検出する軸方向斜角探傷を行う。探傷範囲は図 2 に示した胴部の平

行部とする。 

12.7.1 斜角探傷の屈折角の調整 

斜角探傷の屈折角は，35～70°の範囲で，スリットを検出しやすい条件で設定する。 

12.7.2 斜角探傷の時間軸の調整 

斜角探傷の時間軸は，2 スキップ以上，8 スキップ以内とする。 

12.7.3 斜角探傷の感度の調整 

斜角探傷の周方向探傷では，図 B.1 対比試験片の内面スリットを 0.5 スキップで検出し，80 %にする。

これを基準とし，内面での 1.5 スキップと外面の 1.0 スキップ，2.0 スキップのエコーを検出して，図 6 に

示すように DAC カーブを作成する。このとき，EDAC（電子的距離振幅補償）を用いてもよい。板厚が薄

く 0.5 スキップを 初のエコーとできない場合は，1.5 スキップを 80 %とする。この場合は，内面での 2.5
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スキップと外面の 2.0 スキップ，3.0 スキップのエコー高さを用いて DAC を作成する。 

斜角探傷の軸方向探傷では，図 B.2 対比試験片の内面のスリット及び図 B.3 対比試験片の深さ 1 mm 平

底穴の裏面とのコーナーエコーを 0.5 スキップで検出し，どちらか低い方のエコーを 80 %とする。これを

基準とし，内面での 1.5 スキップと外面の 1.0 スキップ，2.0 スキップのエコーを検出し DAC カーブを作

成する。このとき，EDAC（電子的距離振幅補償）を用いてもよい。板厚が薄く 0.5 スキップを 初のエコ

ーとできない場合は，1.5 スキップを 80 %とする。この場合は，内面での 2.5 スキップと外面の 2.0 スキッ

プ，3.0 スキップのエコー高さを用いて DAC を作成する。 

 

S

0.5スキップ

1.0

1.5
2.0

0.5

1.0

1.5

2.0 スキップ

DACカーブ

 
 

図 6－DAC カーブの作成 

 

12.7.4 斜角探傷しきい値の調整 

斜角探傷におけるしきい値は，12.7.3 で作成した DAC 又は EDAC をしきい値とする。 

12.7.5 垂直探傷の時間軸の調整 

垂直探傷の時間軸は，遅延材付き垂直探触子又は二振動子垂直探触子の S エコーから底面エコーが 2 回

以上現れる範囲とする。このとき，時間軸を図 B.4 に示す人工きずを用いて調整する。 

12.7.6 垂直探傷の感度の調整 

垂直探傷では底面エコーを 80 %とし，これを基準とする。このとき，しきい値（ゲート高さ）又は感度

を調整し肉厚を測定する。肉厚の測定精度は±0.1 mm 以内とする。 

12.7.7 手動探傷の感度確認 

垂直探傷及び斜角探傷では，作業開始前とその後の 4 時間ごと及び作業終了時に対比試験片で感度及び

時間軸の確認を行う。 

垂直探傷では，肉厚測定値が 0.2 mm 以上変化している場合は，再調整を行い前回調整した後に測定し

た範囲を再測定する。 

斜角探傷では，それぞれの人工きずからのエコーが 2 dB を超えて低下している場合は，再調整を行い前

回探傷した後に探傷した範囲を再探傷する。 

12.7.8 手動探傷の走査 

斜角探傷を行う場合の走査方向は，容器に対し時計回りと反時計回りの 2 方向及び軸方向に左右向かい
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合う 2 方向の合計 4 方向から行う。きずエコーが検出された場合は，きずエコー高さ，路程，指示長さの

確認を行う。 

垂直探傷では，肉厚測定，減肉範囲の確認を行う。 

探触子は，垂直探傷及び斜角探傷とも探触子が 10 %以上オーバーラップするように走査し，探触子の走

査速度は 150 mm/s を超えない範囲で行う。 

12.8 超音波探傷検査の判定 

自動探傷又は手動探傷での検査結果の判定は，次の a)～e)による。 

a) 被検査材の容器の外面凹凸などによるしきい値を超えるノイズエコーが探傷に支障をきたす場合は，

異常ありとする。 

b) 斜角探傷において，しきい値を超えるきずエコーが検出された場合は異常ありとする。 

c) 垂直探傷において， 小設計肉厚の 5 %を超える減肉が認められた場合は異常ありとする。 

d) 小設計肉厚以下で， 小設計肉厚の 5 %未満の厚さの範囲が 450 mm2を超える場合は，異常ありと

する。 

a)～d)のいずれにおいても異常なしの場合は，合格とする。ただし，a)～d)のいずれかにおいて異常あり

であっても，容器保安規則の一般継目なし容器の容器再検査における容器の規格に適合しているものは，

合格とする。 

 

13 附属品の再検査 

容器に装置したまま附属品再検査を行う場合にあっては，13.1 による。附属品を容器から取り外した状

態において再検査を行う場合にあっては，容器保安規則及び容器則細目告示に従う。 

13.1 附属品の確認対象及び手順 

附属品を容器に装置したままの状態において，次の確認を行う。 

a) 外観検査 

1) 附属品に傷や汚れがないか，附属品として使用できる状態であるかを目視にて検査する。 

2) 口金のねじ，端面及びシール部に傷や汚れがないか目視又は拡大鏡によって検査する。 

b) 気密試験 

1) 容器を気密充塡架台に装着する。ガスを導入する配管内を洗浄する。 

2) 弁を開いて，容器内に気密試験圧力以上の圧力を附属品の出口から入れる。 

3) 弁を閉止した状態において附属品の弁箱，弁座等の気密性について発泡液等を塗布し試験する。 

4) 弁の出口その他の開口部に閉止板を施して，弁を開いて気密試験圧力以上の圧力を加え，弁箱，ふ

た，安全栓，リークポート，グランド部等の接合部の気密性について発泡液等を塗布し試験する 

5) 気密性の試験には空気又は不活性ガスを使用し，気密試験圧力以上の圧力を加えた後 30 s 間以上保

持し，目視により行う。 

c) 性能試験 

1) バルブの開閉操作は，バルブに気密試験圧力以上の圧力を加えた状態において行う。 

2) 全開又は全閉操作が円滑であって，異常な抵抗，空転又は遊隙などが感知されず，確実に作動する

ことを確認する。 
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表 5－附属品における予想される劣化モードと検査方法 

劣化モード 劣化モードの詳細 検査方法 

外観不良 
外部腐食 目視検査 

口金，パッキン当たり面の傷・打痕・凹み 目視検査 

気密不良 

内部リーク 

（弁座漏れ） 

内部腐食 

気密試験 シートの劣化 

シートへのごみ噛み・ヘタリ

外部リーク 

（グランド漏れ） 

ダイヤフラムの割れ 
気密試験 

グランドパッキンの劣化 

外部リーク 

（安全栓漏れ） 

可溶合金溶解 
目視検査・気密試験 

安全板の腐食割れ 

性能不良 バルブ開閉不良 
スピンドルねじの固着 ハンドル開閉確認 

アクチュエータ動作不良 アクチュエータ動作確認

 

13.2 附属品再検査の判定 

容器から附属品を取り外さずに行った再検査において，表 5 に示す劣化モードが認められなかった場合

は合格とする。認められた場合は不合格とする。 

 

14 容器及び附属品の刻印 

再検査において，書類検査（箇条 10），外観検査（箇条 11），超音波探傷検査（箇条 12），附属品検査（箇

条 13）の全てに合格した容器及び附属品には，容器保安規則に従い刻印する。 

 

15 容器及び附属品のくず化 

再検査に合格とならなかった容器及び附属品は，高圧ガス保安法に従いくず化を行う。 

 

16 記録及び報告 

容器の外観検査の結果，超音波探傷検査の結果及び附属品の検査結果は，合否を帳票に記載する。 

検査結果の記載された容器検査所の帳簿保管期限は，6 年とする。 
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附属書 A 
（参考） 

容器の個別管理項目 
 

序文 

この附属書は，この規格で使用する容器の管理における管理項目について示す。 

 

A.1 容器の管理項目 

この管理項目（表A.1参照）は容器ごとに行う。 

 

表A.1－容器の管理項目 

容器個別管理 

No 管理項目 管理方法 備考 

1 容器所有者 塗装/刻印/帳票*1  

2 容器の材料の区分 帳票  

3 検査実施者の名称の符号 刻印  

4 容器製造者の名称又は符号 刻印/帳票  

5 充塡すべき高圧ガスの種類 刻印/帳票  

6 容器の記号及び番号 刻印/帳票  

7 内容積 刻印/帳票 記号：V 単位：L 

8 容器の質量 刻印/帳票 記号：W 単位：kg 

9 附属品の質量 刻印/帳票  

10 容器検査に合格した年月 刻印/帳票  

11 耐圧試験における圧力 刻印/帳票 記号：TP 単位：M 

12 高充塡圧力 刻印/帳票 記号：FP 単位：M 

13 充塡ガスの露点（水分） 帳票 露点−60℃以下を超えないことの管理 

14 内面処理 帳票 
内面粗さ処理，又は，内面コーティング処理

容器番号で把握できるように管理 

15 内表面の粗さ 帳票 内面の粗さは25 μmRz以下 

16 容器の使用履歴 帳票 容器を半導体用として使用した履歴 

*1：管理方法の「刻印/帳票」はいずれかで行うことを示す。 

*2：容器再検査を超音波探傷検査によって行ったことを示すマークを打刻する。 



16 

X XXXX：0000  

  

附属書 B 
（規定） 

対比試験片 
 

序文 

この附属書は，この規格で使用する試験片の形状について規定する。 

 

B.1 胴部対比試験片 

対比試験片の材質は，超音波特性（減衰特性，音速）に関して，被検材の容器と同一又は同等とする。

対比試験片の外径は，容器外径が公称 152 mm 以下の場合，容器の設計の許容寸法範囲の試験片を用いる。

容器外径が公称 152 mm を超える場合は，容器の外径の 0.9～1.5 の範囲の外径の試験片を用いる。このと

き，肉厚は容器の設計の許容寸法範囲を超えないものを使用する。また，表面の塗膜を含む外面の仕上が

り状態は，被検査材の容器と同等とする。対比試験片に付与する人工きずは次による。それぞれに人工き

ずを加工した試験片を自動探傷に適用する場合は，自動探傷が可能なように，一体の試験片とし，軸方向

長さは両側から 4 スキップ以上で人工きずが検出できる長さとする。手動探傷に用いる場合の対比試験片

の周方向及び軸方向長さは，軸方向からの探傷及び周方向からの探傷で両側から 4 スキップ以上で人工き

ずが検出できることとする。 

a) 容器軸方向の線状きず及び亀裂検出用は図 B.1 に示すように，内面及び外面に軸方向の溝（長方形）

を付与する。溝の深さ（内面又は外面から溝底までの高さ，以下，深さという。）は，被検材の容器の

小設計肉厚の 6 %以下（ただし， 小深さは 0.5 mm， 大深さは 1.0 mm とする），長さ 25 mm 以下，

幅 0.5 mm 以下とする。 

b) 容器周方向の線状きず及び亀裂検出用は図 B.2 に示すように，内面及び外面に周方向の溝（円周に沿

った溝）を付与する。溝の深さは，被検材の容器の 小設計肉厚の 6%以下（ただし， 小深さは 0.5 

mm， 大深さは 1.0 mm とする），長さ 25 mm 以下，幅 0.5 mm 以下とする。 

c) 局部腐食検出用の平底穴きずは図 B.3 に示すように，内面に平底穴きずを付与する。平底きずの深さ

は内面から 1.0 mm 以下とし，平底きずの直径は被検材の容器の外径に応じ，外径が公称 101.6 mm（4

インチ）以下では 3.2 mm，公称 101.6 mm（4 インチ）を超える場合は，6.4 mm とする。 

d) 減肉検出用のきずは図 B.4 に示すように，内面に角型きずを付与する。容器外面から角型きずまでの

距離は被検材の容器の 小設計肉厚の 95 %と， 小設計肉厚又は内面までの距離の 2 か所とする。内

面までの距離とする場合はその位置の肉厚を測定する。角型きずの軸方向の寸法及び周方向の寸法は

ともに 20 mm～25.4 mm とし，内面の円周に沿って作成する。 
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図 B.1 軸方向の線状きず及び亀裂の対比試験片 

 

L

L

W

D

W

D

   

図 B.2 周方向の線状きず及び亀裂の対比試験片 

 

Diam

H

   

 
図 B.3 局部腐食の対比試験片 

 

D（深さ）≦0.06t（最小=0.5mm），

t = 容器の最小設計肉厚， 

L（長さ）≦25mm， 

W（幅）≦0.5mm 

D（深さ）≦0.06t（最小=0.5mm），

t = 容器の最小設計肉厚， 

L（長さ）≦25mm，  

W（幅）≦0.5mm 

円周方向のスリットは内面の 

R に沿った曲線とする 

H（深さ） 

= 内面から 1.0mm 以下  

Diam（穴径） 

=外径φ101.6 以下 

はφ3.2 平底穴 

=外径φ101.6 超える 

はφ6.4 平底穴 
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図 B.4 減肉の対比試験片 

K1（外面からの距離） 

= 容器最小設計肉厚 

の 95% 

K2（外面からの距離） 

= 容器最小設計肉厚 

又は，内面のまま 

X（軸）= 20～25.4mm 

Y（周）= 20～25.4mm 

周方向は内面に沿った 

曲面とする 
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NDIS XXXX:20YY 

 

半導体製造用高圧ガス容器の超音波探傷検査による再検査方法 

解 説 

 
この解説は，規格に規定・記載した事柄を説明するもので，規格の一部ではない｡ 

この解説は，一般社団法人日本非破壊検査協会が編集･発行するものであり，これに関する問合せ先は一

般社団法人日本非破壊検査協会である｡ 

 

1 制定の趣旨 

半導体製造に用いる超高純度の高圧ガスを充塡する容器は，高圧ガス保安法において一般継目なし容器

に分類され，外観試験や耐圧試験などからなる容器再検査を 5 年ごとに実施することが定められている。

しかし，高圧ガス保安法に規定された容器再検査では，耐圧試験（水を用いた膨張測定試験）などを実施

することによって容器内部の清浄度が著しく低下し，そのままでは再使用できない。そのため，容器内部

の洗浄などが必要となり，金銭的時間的にコストを要する。そこで，日本の半導体産業の産業競争力を強

化するために，耐圧試験に代えて非破壊試験を採用することによって，容器再検査に要するコストを低減

することが期待されていた。 

この規格は，半導体製造に用いられる高圧ガスを充塡するための一般継目なし容器の再検査及びその容

器に装置されている附属品再検査のうち，容器の外観検査及び耐圧試験に代えて，かつ附属品を容器に装

置したままで超音波探傷検査を行う方法について規定するために制定したものである。 

 

2 制定の経緯 

半導体製造に用いる超高純度の高圧ガスを充塡する容器再検査に要するコストの低減を目的として，産

業競争力強化法に基づく企業実証特例制度を利用した特例措置を適用して，実証事業者による新事業活動

計画「半導体製造に用いる容器の先進的検査手法の導入」が平成 26 年 5 月に認定され，実証事業者による

約 2 年間の実証を経て，平成 28 年 5 月に実証試験結果が報告された。 

一般社団法人日本非破壊検査協会では，上記の実証試験結果を踏まえ，高圧ガス保安法の容器再検査に

おいて非破壊検査を導入することが適当であるかの検討と提言を行うことを目的として，平成 28 年 8 月に

経済産業省商務流通保安グループ高圧ガス保安室より平成 28 年度石油精製業保安対策事業「高圧ガス容器

の再検査に関する調査研究」を受託した。そして，「高圧ガス容器の再検査に関する調査研究委員会」を立

ち上げ，前述した特例措置の一般化に向けて，実証結果の妥当性を検証するとともに，解決すべき課題が

ある場合にはその対策案を検討することによって，容器再検査のための非破壊試験方法を民間規格（日本

非破壊検査協会規格 NDIS）で規定する検討を行い，結果を平成 29 年 3 月に報告した。 

これに引き続き，一般社団法人日本非破壊検査協会では，平成 28 年度の調査研究結果を踏まえて，平成

29 年 5 月に高圧ガス保安室より平成 29 年度石油精製業保安対策事業「高圧ガス容器の再検査に関する調

査研究」を受託し，この調査研究の一項目として，標準化委員会においてこの規格の原案作成委員会を設

置した。 
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3 規定項目の内容 

3.1 適用範囲（箇条 1） 

一般継目なし容器は一般産業用として多くが用いられているが，この規格では容器の管理が十分に行わ

れている半導体製造に用いられる容器に限定することとした。容器は超音波探傷検査で検査することから，

外観検査のうちの内部検査を行わないこととしている。これにより附属品を取り外すことがなくなること

から，附属品の検査も容器に装置したままで行うこととした。 

3.2 準拠法令（箇条 2） 

国内で使用される容器は，高圧ガス保安法及び容器保安規則で規定されている。この規格も，容器の運

用及び管理にそれらの規定が適用される。 

3.3 検査技術者（箇条 5） 

容器再検査では書類検査，外観検査，附属品の検査及び耐圧試験に代わる超音波探傷検査が行われる。

このため，検査を行う者は，容器の取り扱いと容器再検査に関する知識をもつ者とした。超音波探傷検査

を行う技術者は，米国 DOT-SP 14206 では，ASNT SNT-TC-1A に基づく超音波探傷検査の認証技術者が実

施することが規定されている。このため，この規格においても，技術的に同等の国内技術者資格である JIS 

Z 2305 に基づく超音波探傷検査の認証技術者が実施することを要件とした。 

3.4 容器再検査及び附属品再検査の期間（箇条 6） 

容器再検査期間を過ぎた容器は再検査に合格しなければ充塡できないことになっており，再検査の期間

は容器保安規則によって 5 年 1 月と規定されている。このとき，容器に装置されている附属品の再検査も

行う。 

3.5 容器（箇条 7） 

容器の材質には多様のものがあり，今後の規格運用において新しい材質の適用も考えられる。しかし，

容器再検査への非破壊試験の適用は国内で初めての試みであるので，一般化に当たって安全性を十分に確

保するために，適用範囲は実証事業において対象としている容器及び容器則例示基準別添 1 第 3 条第 2 項

に定める同等材料とした。このことから，この規格の適用においては次の a)～c)の制限のある容器を対象

としている。 

a) 容器仕様：内面処理，外面塗装など 

b) 充塡履歴：充塡時の安全管理，充塡履歴の管理など 

c) 使用温度：一般高圧ガス保安規則又はコンビナート等保安規則における 40℃以下 

既存の容器の運用変更を行って半導体用とし，この規格による超音波探傷検査を適用する場合には，あ

らためて内面処理を行うことを要件とした。 

この規格で対象となる容器の容量は，2 L 以上とした。これは，自動超音波探傷装置の適用可能な外径

及び長さには制限があり，実証事業で使用した自動探傷装置（UE23）では外径 81.3 mm（3.2 インチ）以

上が探傷可能であることと，ISO 6406:2005（Gas cylinders — Seamless steel gas cylinders — Periodic inspection 

and testing）では超音波探傷の適用を 2 L 以上としていることから，その制限を用いた。 

3.6 ガスの種類（箇条 8） 

充塡するガスは 高充塡圧力と露点が管理されているものとし，実証事業において対象としているガス

の種類に限定した。 

容器に水素を充塡する場合は，水素による亀裂進展の懸念がある。水素の試験圧力と圧力変動周波数に

対する亀裂進展速度の文献では 20 MPa のデータは無く，更に充塡時間をもとにした水素圧力変動周期に

おける極低周期のデータもないが，文献によれば 10 MPa 以下では 0.001 Hz 程度の低周期になると大気中
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での亀裂進展速度に近づく傾向が見られる。このことから，20 MPa における極低周期では亀裂進展速度が

低下する可能性がある。 

半導体製造に用いる容器は内面処理されており，容器は十分管理された状態で使用されている。しかし，

容器再検査への非破壊試験の適用は国内で初めての試みであるので，安全性を十分に確保するために水素

（H2）及び水素との混合ガス（AsH3/H2，Si2H6/H2，GeH4/H2，PH3/H2）は除くこととした。 

3.7 容器再検査及び附属品再検査の手順（箇条 9） 

附属品の再検査において附属品を取り外して開放することは，耐圧試験（水を用いた膨張測定試験）を

実施する場合ほどではないものの，容器内部の清浄度を低下させるため，外面からの超音波探傷検査を適

用する意義を損なう。適用範囲とする容器が十分に限定されたものであること，附属品の再検査は容器に

附属品を装置したままの検査を行うことで代替できることから，容器再検査においては附属品を装置した

ままでもよいこととした。 

容器再検査と附属品の再検査ではどちらを先に行っても良いとしているが，先に附属品を検査する場合

では，容器本体の安全性を確認する前に常用圧力以上の圧力をかけることになる。容器再検査を先に行う

場合では，容器内に高い圧力のままガスが残っている状態で超音波探傷を行なわないよう，残圧を確認す

る必要がある。このため，容器再検査と附属品再検査は，作業の安全性等に十分配慮して，適切な順序で

実施することとした。 

容器検査後初めて行う容器再検査である場合，又は前回附属品を取り外して容器再検査を行った場合は，

附属品を容器に装置したままで容器再検査を行う。前回の容器再検査において附属品を取り外さず容器再

検査を行った場合は，附属品の取り換えを行なった後に容器再検査を行う。このため再検査の 2 回に 1 回

は附属品の取り換えを行う。 

なお，附属品を装置したままで行った再検査において劣化モードが認められた場合及び前回の再検査で

附属品を取り替えなかったため附属品を取り替える場合において，附属品を取り外したときはバルブ取付

け部ねじの外観検査を実施する。 

超音波探傷検査を行なって本文の 12.6.4 又は 12.7.4 のしきい値を超える指示が検出された場合は異常あ

りとし，その容器は容器保安規則における一般継目なし容器として再検査を行って処置を決めるか，容器

を不合格として処置する。 

3.8 書類検査（箇条 10） 

容器は本文の箇条 7 の a)及び b)，ガスの種類は本文の箇条 8 の a)及び b)に示すように，容器内表面の処

理された粗さ，充塡したガスの露点温度，充塡したガスの履歴の管理を要求している。このため，附属書

A に示すような項目によって書類として管理を行い，再検査時に提示する。管理項目を履歴で行っている

ものは，容器再検査依頼者が記載項目を保証すれば履歴等の提出の必要はないが，監査などにより要求さ

れた場合は提示する。 

3.9 外観検査の検査範囲（11.1） 

附属品を装置したままの状態において，ネックリングを含む容器全体の外観検査を行う。 

3.10 外観検査の方法（11.2） 

外観検査としては，塗膜を剥がして外部検査を行う。その後，再塗装を行うが，塗膜の厚さは本文の 12.5

における超音波探傷のために塗膜厚さ管理を行う。 

容器は塗膜を剥がし，塗装後に超音波探傷検査が行われる。超音波探傷検査を実施することによって，

線状のきず及び腐食は内外面とも斜角探傷で検出でき，垂直探傷による肉厚測定によって腐食・減肉のよ

うななだらかな変化が検出できる。これによって，外面と内面を含む容器胴部のきず検出が可能である。 
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容器内部は，ガスの種類を限定したこと及び露点管理を行うことで腐食の発生がなく，かつ内面処理を

行なって亀裂の発生源となるきずをなくしていることから，内部検査は行わないこととした。ただし，胴

部の内面は超音波探傷検査で検査される。 

3.11 自動超音波探傷装置（12.1） 

実証事業では，特定企業（Digital Wave Corporation）の自動探傷装置（UE23）を用いて，米国 DOT-SP 14206

に準じた試験を実施している。この自動探傷装置で採用されている超音波探傷試験方法は技術的に特殊で

はなく，DOT-SP 14206 もこの自動探傷装置に限定した規定ではないため，一般化に際してもこの自動探

傷装置に限定する必要はない。また，規定の形状・寸法の内面のきず，外面のきず及び減肉を外面から確

実に検出できることを要件とすればよく，装置や手順の詳細は規定しないこととした。 

3.12 超音波探傷器に必要な性能（12.1.2） 

自動探傷においては 1 チャンネルの探傷器の場合及び多チャンネルの探傷器の場合があるが，それぞれ

のチャンネルごとに性能確認を行う。自動探傷においては探触子で得られたアナログ信号をデジタル処理

されたのちの数値をしきい値と比較して判定することから，ディスプレイに表示された数値を用いて増幅

直線性及び時間軸の直線性を測定してもよいこととした。 

3.13 自動探傷に用いる探触子（12.1.4） 

使用する探触子の周波数は対比試験片のスリットをノイズなどと区別して検出でき，実際の容器におけ

るノイズエコーがきずエコーを検出できる程度に低いことを確認し， 適な周波数を決める。振動子寸法

は大きい方が見逃しなく効率のよい探傷が可能であるが，ビーム範囲が広くなるとノイズが高く現れる。

ノイズの状態は容器の表面凹凸及び塗膜状態によって発生することから，実際の容器を用いて確認し，

適な振動子寸法を決める。このとき，肉厚測定のために底面エコーを検出しやすくする及び斜角探傷でき

ずを検出しやすくする目的で焦点型探触子を用いてもよいこととした。 

斜角探傷における屈折角は 45°がスリットからの反射が も高くなるが，他の屈折角を用いて探傷して

もよい。 

3.14 自動探傷に用いる媒質（12.1.5） 

水浸法での探傷を行うことから水を用いる。この場合，探傷面の濡れ性の向上と防食のため，探傷及び

容器に影響を与えない少量の界面活性剤及び防食材を添加してもよいこととした。このとき，水中に微小

な気泡が発生しない状態とする。自動探傷結果の確認などのために手動走査を行う場合は，水で洗浄可能

な接触媒質を用いる。 

3.15 対比試験片（12.3） 

評価対象となるきずの大きさについては，「容器保安規則に基づき表示等の細目，容器再検査の方法等を

定める告示（容器則細目告示）」第三条の判定を満足させることであるが，探傷方法及び試験片形状は米国

DOT-SP 14206 を参照している。 

容器則細目告示のきずの判定では 

a) きずの深さが容器製造時肉厚の 1/5 を超えるものがないこと 

となっており，内部腐食では 

b) 局部腐食（深さ 1 mm 未満のもの）が点在する。 

c) 線状腐食（深さが容器製造時肉厚の 1/4 未満）があるもの。 

を合格としている。ここで，a)及び c)の対比試験片は図 B.1 及び図 B.2 に示すスリット人工きずを用いる

ことができ，b)は図 B.3 に示す平底穴人工きずと図 B.4 に示す減肉用の凹みきずを用いることができる。 

米国 DOT-SP 8944 及び ASTM E2223 においては，肉厚の 20%を超えるきずを不合格としている。この
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場合，対比試験体に肉厚の 20 %のスリットを加工し，このスリットからの反射の 1/5 以上の反射波が試験

体から得られた場合には，きず高さを TOFD（Time Of Flight Diffraction）法などのきず高さを測定する方

法によって測定して合否を決めている。きず高さを求める場合，試験時には容器内圧が低く検出対象であ

る疲労亀裂の先端付近では亀裂が閉じた状態となる。亀裂が閉じた状態では亀裂先端の回折波が低下又は

検出されなくなり，亀裂高さが浅く測定される懸念が生じる。このため，TOFD 法などによる亀裂高さ測

定では容器内圧を使用状況まで高めて探傷する必要があるが，作業が煩雑になる問題が生じる。これを回

避するため，米国 DOT-SP 14206 では肉厚の 6 %スリットを用い，肉厚 6 %スリット以上のエコーが得られ

た場合は不合格としている。肉厚 6 %のスリットエコーを基準にするのであれば，きずと裏面とのコーナ

ー部は開口状態であることから肉厚の 20 %きずの裏面ときずコーナーエコーが肉厚の 6 %スリットエコー

以上になることは十分に想定される。この規格で対象としている容器の内面処理されており，凹凸があっ

たとしても深さ 0.2 mm 以下のエコーであり，6 %スリットは内面反射・外面反射時の表面凹凸とは区別し

て検出することが可能であることから，6 %スリットを用いることとした。ただし，肉厚が薄い場合には

スリット深さが浅くなりすぎる場合もあることから，スリットの 小深さを 0.5 mm とした。また， 大

深さを 1 mm とし，「局部腐食（深さ 1 mm 未満のもの）が点在する」に対応した。 

なお，これは KHKS 1850-1「定期自主検査指針」の附属書 D「供用中探傷試験」において，深さ 0.5 mm

以上のきずを検出できる感度を要求していることに一致する。 

腐食・減肉の確認では，米国 DOT-SP 14206 の 1 mm 深さに加工した平底穴を用い，斜角探傷で裏面と

平底穴とのコーナーからのエコーを用い腐食の確認を行うのと， 小設計肉厚の 95 %の減肉用凹みきずを

用い肉厚測定から減肉の確認を行う。 

対比試験片の外径及び肉厚は被検査材の容器と同等とすることを基本とするが，近似した大きさの対比

試験片を用いてもよいこととした。 

3.16 探傷面（12.4.1） 

探傷は塗膜のままで行う。塗膜の厚さ及び塗膜の状態が対比試験片と異なる時は，容器の塗膜を対比試

験片の状態に合わせるか，逆に，対比試験片の塗膜状態を容器に合わせてから探傷を行う。 

塗膜を 2 重，3 重に塗布すると超音波が塗膜と塗膜の境界において透過波が低下する。このため，塗膜

の重ね塗りの処理なるべく行わず，全体の塗膜を剥がし塗り直しするのがよい。 

3.17 容器の塗膜厚さの確認又は塗膜による超音波の透過の確認及び処置（12.5） 

塗膜による超音波探傷感度の違いなくすため，塗膜厚さを管理するか又は塗膜による超音波の透過の確

認を行う。薄い塗膜の厚さは電磁式膜厚計を用いる方法が一般的である。この場合，塗膜厚さが 80 μm 以

上の場合は塗膜を剥がし再塗装行うこととしている。 

対比試験片と被検査容器とで塗膜による超音波透過の確認を行う場合は，探傷に用いる探触子と同じ周

波数で同等な屈折角の2 個の斜角探触子を用い，板厚が薄いため数スキップのV透過法の配置で 大透過

エコーの比較を行う。 

自動超音波探傷では，2.25 MHzなどの低い周波数を用いており，塗膜での減衰の影響を少なくしている。 

3.18 自動超音波探傷検査（12.6） 

容器の探傷範囲は胴部の平行部とした。容器では底部及び鏡部は胴部より肉厚が厚くなっている。また，

耐圧試験などで開口する範囲は胴部である。内圧による亀裂の発生方向は軸方向であるが，亀裂発生の原

因となる凹み及び腐食減肉には方向性がないため，垂直探傷と周方向及び軸方向の斜角探傷を行うことと

した。 

自動探傷ではきずエコーを確実に検出するため，しきい値を規定の値から 4～6 dB 下げて設定するのが
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一般的である。このため，内面又は外面の凹凸及び塗膜の凹凸によってエコーが検出される場合もあり，

自動超音波探傷の指示で判定する場合，判定が厳しすぎる場合もある。このため，手動探傷によって自動

探傷の指示が検出された部位を確認し判定してもよいこととした。 

3.19 斜角探傷の時間軸の調整（12.6.2） 

容器の肉厚は 5～10 mm 程度と薄い。このように容器肉厚が薄い場合は 0.5 スキップのエコーと外面で

の境界面エコーが重なる場合がある。このため，探傷においては 1 スキップからを検出対象とする場合も

ある。探傷においては数回のスキップを用いて探傷する。0.5 スキップからを検視範囲とする場合は 2 スキ

ップの後ろまでが検視範囲となり，1 スキップから検視範囲とする場合は 2.5 スキップの後ろまでが検視範

囲となることから，その数倍が時間軸設定範囲となる。 

3.20 斜角探傷しきい値の調整（12.6.4） 

しきい値に用いるゲートの範囲は，0.5 スキップ手前から 1 スキップの直後までと 1.5 スキップ手前から

2 スキップ直後までとするのが基本であるが，肉厚が薄く S エコー（水と容器の境界面エコー）と 0.5 ス

キップエコーが重なり分離できない場合は 1 スキップ手前からにしてもよい。この場合，2 つのゲートは

ビーム路程の内面反射手前から外面反射の後ろまでの間又は外面反射手前から内面反射の後ろまでの間に

設置する。それにより，見逃しのない探傷を行う。 

しきい値の高さは，それぞれのゲート内の内面及び外面スリット及び平底穴コーナーのエコーがゲート

を超え，確実に検出される高さに設定する。このとき，しきい値高さを調整するか，感度を調整するかの

いずれかの方法をとる。また，距離によるエコー高さの違いを補正するため，解説図 1 に示す EDAC（電

子的距離振幅補償）を用いてもよい。 

 

S

0.5スキップ

1.0

1.5 2.0

S

0.5

1.0

1.5

2.0 スキップ

第1のしきい値 第2のしきい値

スリット

第1のしきい値の監視範囲

第2のしきい値の監視範囲

 
 

解説図 1－斜角探傷のしきい値と監視範囲（EDAC（電子的距離振幅補償）を使用した場合） 

 

3.21 垂直探傷のしきい値の調整（12.6.8） 

垂直探傷による減肉検出は図 B.4 減肉の対比試験片を用いて行う。この試験片には厚さの異なる 2 種類

の凹みを加工する。一方の凹みは図面肉厚の 95 %に加工し，他方は図面肉厚に加工するか，寸法を測定し

た底面を使用する。図面肉厚 95 %の凹み人工きずを用い減肉範囲の測定を行うとき，ビーム拡がりによっ



25 

X XXXX：0000  

 

て凹み検出範囲が凹み寸法より大きく又は小さく表示されるので，測定値を補正して減肉範囲の寸法を求

める。肉厚寸法が正しく得られるかは，対比試験片を自動探傷し表示された凹み寸法の測定値で確認する。 

肉厚測定においては，解説図 2 に示すように第 1 回底面エコー（B1）と第 2 回底面エコー（B2）間で距

離測定を行うか，第 N 回底面エコー（BN）と第 M 回底面エコー（BM）間で距離測定を行い，反射した

回数で除して肉厚を求めてもよい。 

探傷中においては，設定したしきい値，容器の回転速度，探触子の移動速度及び探傷機器の設定値を変

えてはいけない。 

 

S

S B1

B2

B3

S

測定値/反射回数

S B1

B2

B3

測定値/反射回数

 

 

解説図 2－垂直探傷の底面と図面肉厚 95%凹みによる肉厚測定のしきい値 

 

3.22 自動探傷の感度確認（12.6.9） 

自動探傷では一定の条件で検査が行われたことを証明するため，作業開始前と一定時間ごと及び作業終

了時に対比試験片による設定条件の確認を行う。水浸探傷では水温によって被検査材の容器に入射する角

度が変化することから水温の管理，容器温度の管理が必要である。また，機械的なガタツキによっても入

射角度や感度の変化が発生するので定期的な確認が必要である。 

3.23 自動探傷における検出すべき事項（12.6.10） 

自動探傷では容器を全没させる水浸法，1/4 程度水没させ下から超音波を送受信する局部水浸，探触子

をケースなどに入れ流水による容器の上からの局部水浸などがある。このとき，探触子と探傷面間の水距

離を十分に取り超音波が適切な角度で入射するようにし，容器中心と探傷ビーム向きに変動が生じない機

構とする。探傷では解説図 3 に示す垂直探傷と解説図 4 に示す 4 方向からの斜角探傷の合計 5 種類の探傷

が基本であり，それらの探傷を個別に行う方法，又は，全ての探傷を同時に行う方法のいずれを用いても

よい。 
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　垂直探傷
（腐食・減肉）

 

 

解説図 3－水浸探傷における垂直探傷 

 

周方向斜角探傷
（軸方向きず）

軸方向斜角探傷
（周方向きず）

 

解説図 4－水浸探傷における斜角探傷 

 

3.24 自動探傷の回転，送り量及び探傷器のパルス繰返し周波数の設定条件（12.6.11） 

自動探傷システムは解説図 5 に示すような構造になっている。自動探傷においては探触子の特性，垂直

探傷か斜角探傷かの違いに応じて一回転当たりの送り量，容器回転速度，パルス繰り返し周波数を変える。

この値は超音波ビームが抜けなく容器を走査することを目的に設定するため自動探傷装置が自動的に計算

で求めるようになっており，設定値が不明であることが多い。このため，対比試験片を用いた探傷画像で

スリットが確実に検出できているか，また，以前の探傷結果と違いがないかで検証する。 
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A/D 変換器

シングル又は多チャンネル
超音波探傷器

探触子
傾き制御

水ポンプ

エンコーダ
位置検出器

業務用
ワークステーション

ガス容器
検査システム
ソフトウェア

モータ制御器

回転制御

探触子
軸方向送り制御

ガス容器

エンコーダ

エンコーダ

局部水浸
探触子

 

解説図 5－自動探傷のシステムブロック例 
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解説図 6－自動探傷の探傷表示例 

 

3.25 自動探傷の表示（12.6.12） 

自動探傷装置のディスプレイでは解説図 6 に示すように，スリット，平底穴及び凹みを用いて検出すべ

ききず及び減肉のため，次のことが確認できることとした。 

a) エコー高さ，路程のしきい値設定状態を明確にするため，探傷感度調整時に探傷波形の表示としきい
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値の表示ができる。 

b) 探傷結果の表示でどの探傷方法にて検出されたかを明確にするため，しきい値を超えた信号を各探傷

方法ごとに識別又は表示できる。 

c) しきい値を超えたきず位置を明確にするため，しきい値を超えた信号の周方向位置，長手方向位置が

表示できる。 

d) しきい値を超えた指示が，どのようなきずエコーであったかを明確にするため，しきい値を超えた信

号の波形を表示できる。 

e) 減肉範囲の位置を明確にする及び肉厚を波形から再確認するため，肉厚が 小設計肉厚より薄い範囲

を表示できる及び減肉位置の波形を表示できる。 

f) 減肉範囲の寸法を確認するため，肉厚の表示画面で長手方向及び軸方向寸法を表示又は読み取りがで

きる。 

3.26 自動探傷結果の確認（12.6.13） 

自動探傷が終わった後，探傷結果の表示からきずの有無，減肉の有無を確認し異常の有無の判定を行う。

自動探傷の結果に疑義が生じた場合，自動探傷の再検査又は手動探傷での確認を行う。また，自動探傷に

おいて検出性を向上するためしきい値を低く設定している場合又は感度を高く設定している場合は，手動

探傷を用い自動探傷によるきず指示がしきい値を超えているかの判定を行うことができる。 

3.27 斜角探傷の感度の調整（12.7.3） 

手動探傷を用いて斜角探傷を行う場合は，図 B.1，図 B.2 に示す対比試験片のスリット及び図 B.3 の平

底穴を用いて感度及びしきい値の設定を行い探傷する。しきい値の設定では本文の図 6 に示す DAC カー

ブを用いる。 

3.28 垂直探傷の感度の調整（12.7.6） 

垂直探傷ではきず又は減肉までの肉厚測定と減肉範囲の測定を行う。きずの探傷では底面エコー高さを

80 %とする。肉厚測定では精度よく肉厚が測定できる状態に，図 B.4 の人工きずを用い感度及びしきい値

（ゲート高さ）を調整し測定する。このとき，本文の図 5 に示すように第 1 回目の底面エコーと第 2 回

目の底面エコー間の距離又は第 N 回目の底面エコーと第 M 回目の底面エコー間の距離で測定する。 

3.29 超音波探傷検査の判定（12.8） 

容器は「高圧ガス保安法」に基づいて管理され，「容器保安規則に基づき表示等の細目，容器再検査の方

法等を定める告示（容器則細目告示）」によってきずの判定及び再検査時期が規定されている。これらの規

格とこの規格の関係は次になる。 

a) 容器則細目告示では切り傷などの線状のものは肉厚の 20 %（1/5）を超えるものがある場合は不合格

である。線状腐食では図面肉厚の 25 %（1/4）を超えるものは不合格であるが切りきずの方が浅く，

切り傷の深さである肉厚の 20 %に含むことができる。容器則細目告示の図面肉厚の 20 %のきずは，

この規格では DOT-SP 14206 の 6 %スリットを採用し，6 %スリットを超えるものを異常ありとしてい

ることから安全側に判定している。 

b) 容器則細目告示では局部腐食で深さ 1 mm を超えるものが点在するものを不合格としているが大きさ

（面積）と個数は規定していない。DOT-SP 14206 の局部腐食（ピット）の判定は深さ 1 mm の平底穴

のコーナーエコーを超えるものを不合格としている。斜角探傷では肉厚 6 %スリットエコー又は平底

穴コーナーエコーの低い方を基準としており，斜角探傷でしきい値を超えたエコーが検出された場合

は異常ありとなる。肉厚 6 %の深さは中・小型容器の肉厚が 5.1 mm 以下であることから 0.3 mm とな

る。また，スリットの 大深さを 1 mm としており，平底穴の深さ 1 mm と合わせて容器則細目告示
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を満足している。 

c) 減肉では DOT-SP 14206 で肉厚が 小設計肉厚の 95 %以上であることが要求されている。肉厚が 95 %

から設計肉厚の間では，材質と面積で規定しており，材質 3AA では 450 mm2となっていることから，

これを用いた。容器則細目告示には減肉の基準はないが DOT-SP 14206 によって判定している。 

3.30 附属品の再検査（箇条 13） 

容器の附属品検査は，装置したままで外観検査，気密試験，性能試験を行うこととした。 

3.31 容器及び附属品の刻印（箇条 14） 

容器再検査において，書類検査，外観検査，超音波探傷検査及び附属品検査にそれぞれ合格した場合，

容器に刻印を行う。このとき，この規格に基づいて再試験を行った場合は，附属品が装置されたままとな

っているが，刻印方法については容器保安規則によって行う。 

3.32 記録及び報告（箇条 16） 

容器再検査において合格した場合，容器に刻印を行うとともに，結果を容器の管理帳票に記載する。管

理帳票の記載内容の保管は 6 年間とする。 

超音波探傷結果の詳細を顧客から要求された場合は，顧客の要望に応じて行う。 
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